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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体を撮影する撮影手段と、
　自身の位置を検知する位置検知手段と、
　前記撮影手段が被写体を撮影する際に向いている方向を検知する方向検知手段と、
　前記撮影手段によって撮影される画像の画角を検知する画角検知手段と、
　前記位置検知手段によって検知された前記位置に基づいて、前記位置において撮影され
る前記画像の推奨構図を得るための推奨画角および推奨方向を表す推奨構図情報を取得す
る推奨構図情報取得手段と、
　前記画角検知手段によって検知された前記画角と、前記推奨画角とを比較する画角比較
手段と、
　前記画角比較手段の比較結果に応じて、前記画角検知手段によって検知される前記画角
を調整する画角調整手段と、
　前記方向検知手段によって検知された前記方向と、前記推奨方向とを比較する方向比較
手段と、
　前記方向比較手段の比較結果に応じて、前記撮影手段が被写体を撮影する際に向いてい
る前記方向の変更を指示する方向変更指示情報を提示する提示手段と
　を備え、
　前記提示手段は、前記位置に対応する前記推奨構図情報が取得されなかった場合、前記
推奨構図で前記被写体が撮影される他の位置を表す情報とともに、前記他の位置への移動
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を促すメッセージを提示する
　撮影装置。
【請求項２】
　前記提示手段は、前記方向比較手段の比較結果に応じて、前記撮影手段が被写体を撮影
する際に向いている前記方向の変更を指示する方向変更指示画像を、被写体の画像ととも
に提示する
　請求項１に記載の撮影装置。
【請求項３】
　前記提示手段によって提示された前記被写体の画像の構図が、前記推奨構図であるか否
かを判定し、前記被写体の画像の構図が前記推奨構図である場合、前記画像の記録を指示
する構図判定手段をさらに備える
　請求項２に記載の撮影装置。
【請求項４】
　前記推奨構図情報には、前記位置において前記推奨画角および前記推奨方向で撮影され
る前記被写体の画像における前記被写体の名称が含まれ、
　前記提示手段は、前記被写体の画像上に、前記名称を提示する
　請求項２に記載の撮影装置。
【請求項５】
　前記推奨構図情報取得手段は、外部に接続された情報処理装置が備えている、前記推奨
構図情報を記憶する推奨構図情報記憶手段から前記推奨構図情報を取得する
　請求項１に記載の撮影装置。
【請求項６】
　前記推奨構図情報を記憶する推奨構図情報記憶手段をさらに備え、
　前記推奨構図情報取得手段は、前記推奨構図情報記憶手段から前記推奨構図情報を取得
する
　請求項１に記載の撮影装置。
【請求項７】
　被写体を撮影する撮影ステップと、
　自身の位置を検知する位置検知ステップと、
　前記撮影ステップにおいて被写体を撮影する際に向いている方向を検知する方向検知ス
テップと、
　前記撮影ステップにおいて撮影される画像の画角を検知する画角検知ステップと、
　前記位置検知ステップにおいて検知された前記位置に基づいて、前記位置において撮影
される前記画像の推奨構図を得るための推奨画角および推奨方向を表す推奨構図情報を取
得する推奨構図情報取得ステップと、
　前記画角検知ステップにおいて検知された前記画角と、前記推奨画角とを比較する画角
比較ステップと、
　前記画角比較ステップにおける比較結果に応じて、前記画角検知ステップにおいて検知
される前記画角を調整する画角調整ステップと、
　前記方向検知ステップにおいて検知された前記方向と、前記推奨方向とを比較する方向
比較ステップと、
　前記方向比較ステップにおける比較結果に応じて、前記撮影ステップにおいて被写体を
撮影する際に向いている前記方向の変更を指示する方向変更指示情報を提示する提示ステ
ップと
　を含み、
　前記提示ステップは、前記位置に対応する前記推奨構図情報が取得されなかった場合、
前記推奨構図で前記被写体が撮影される他の位置を表す情報とともに、前記他の位置への
移動を促すメッセージを提示する
　撮影方法。
【請求項８】
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　被写体の撮影を制御する撮影制御ステップと、
　自身の位置を検知する位置検知ステップと、
　前記撮影ステップにおいて被写体を撮影する際に向いている方向を検知する方向検知ス
テップと、
　前記撮影ステップにおいて撮影される画像の画角を検知する画角検知ステップと、
　前記位置検知ステップにおいて検知された前記位置に基づいて、前記位置において撮影
される前記画像の推奨構図を得るための推奨画角および推奨方向を表す推奨構図情報を取
得する推奨構図情報取得ステップと、
　前記画角検知ステップにおいて検知された前記画角と、前記推奨画角とを比較する画角
比較ステップと、
　前記画角比較ステップにおける比較結果に応じて、前記画角検知ステップにおいて検知
される前記画角を調整する画角調整ステップと、
　前記方向検知ステップにおいて検知された前記方向と、前記推奨方向とを比較する方向
比較ステップと、
　前記方向比較ステップにおける比較結果に応じて、前記撮影ステップにおいて被写体を
撮影する際に向いている前記方向の変更を指示する方向変更指示情報を提示するよう制御
する提示制御ステップと
　を含む処理をコンピュータに実行させ、
　前記提示ステップは、前記位置に対応する前記推奨構図情報が取得されなかった場合、
前記推奨構図で前記被写体が撮影される他の位置を表す情報とともに、前記他の位置への
移動を促すメッセージを提示する
　プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮影装置および方法、並びにプログラムに関し、特に、より少ないデータ量
で、観光地等での撮影ポイントをユーザに提示することができるようにする撮影装置およ
び方法、並びにプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタルカメラ等の撮影装置において、ユーザが撮影する際に、構図の設定や、
状況に応じた撮影条件の設定を自動的に行う、アシスト機能を備えるものがある。
【０００３】
　例えば、GPS情報として取得した撮影位置に対応する推奨構図画像と、ユーザが撮像し
ようとする撮像画像とを重畳して表示させる撮影装置が提案されている（例えば、特許文
献１参照）。
【０００４】
【特許文献１】特許第３８３３４８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の手法では、サンプル画像としての推奨構図画像を、撮影位
置に応じて取得または記憶する必要がある。このため、撮影の都度、推奨構図画像をサー
バ等から取得する場合、通信状況によっては時間がかかってしまう可能性がある。また、
推奨構図画像を予め記憶している場合、撮影画像に加えて、推奨構図画像を記憶するため
、メモリ容量を圧迫する恐れがある。
【０００６】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、より少ないデータ量で、観光
地等での撮影ポイントをユーザに提示することができるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　本発明の一側面の撮影装置は、被写体を撮影する撮影手段と、自身の位置を検知する位
置検知手段と、前記撮影手段が被写体を撮影する際に向いている方向を検知する方向検知
手段と、前記撮影手段によって撮影される画像の画角を検知する画角検知手段と、前記位
置検知手段によって検知された前記位置に基づいて、前記位置において撮影される前記画
像の推奨構図を得るための推奨画角および推奨方向を表す推奨構図情報を取得する推奨構
図情報取得手段と、前記画角検知手段によって検知された前記画角と、前記推奨画角とを
比較する画角比較手段と、前記画角比較手段の比較結果に応じて、前記画角検知手段によ
って検知される前記画角を調整する画角調整手段と、前記方向検知手段によって検知され
た前記方向と、前記推奨方向とを比較する方向比較手段と、前記方向比較手段の比較結果
に応じて、前記撮影手段が被写体を撮影する際に向いている前記方向の変更を指示する方
向変更指示情報を提示する提示手段とを備え、前記提示手段は、前記位置に対応する前記
推奨構図情報が取得されなかった場合、前記推奨構図で前記被写体が撮影される他の位置
を表す情報とともに、前記他の位置への移動を促すメッセージを提示する。
【０００８】
　前記提示手段には、前記方向比較手段の比較結果に応じて、前記撮影手段が被写体を撮
影する際に向いている前記方向の変更を指示する方向変更指示画像を、被写体の画像とと
もに提示させることができる。
【０００９】
　前記撮影装置には、前記提示手段によって提示された前記被写体の画像の構図が、前記
推奨構図であるか否かを判定し、前記被写体の画像の構図が前記推奨構図である場合、前
記画像の記録を指示する構図判定手段をさらに設けることができる。
【００１０】
　前記推奨構図情報には、前記位置において前記推奨画角および前記推奨方向で撮影され
る前記被写体の画像における前記被写体の名称が含まれ、前記提示手段には、前記被写体
の画像上に、前記名称を提示させることができる。
【００１１】
　前記推奨構図情報取得手段には、外部に接続された情報処理装置が備えている、前記推
奨構図情報を記憶する推奨構図情報記憶手段から前記推奨構図情報を取得させることがで
きる。
【００１２】
　前記撮影装置には、前記推奨構図情報を記憶する推奨構図情報記憶手段をさらに設け、
前記推奨構図情報取得手段には、前記推奨構図情報記憶手段から前記推奨構図情報を取得
させることができる。
【００１３】
　本発明の一側面の撮影方法は、被写体を撮影する撮影ステップと、自身の位置を検知す
る位置検知ステップと、前記撮影ステップにおいて被写体を撮影する際に向いている方向
を検知する方向検知ステップと、前記撮影ステップにおいて撮影される画像の画角を検知
する画角検知ステップと、前記位置検知ステップにおいて検知された前記位置に基づいて
、前記位置において撮影される前記画像の推奨構図を得るための推奨画角および推奨方向
を表す推奨構図情報を取得する推奨構図情報取得ステップと、前記画角検知ステップにお
いて検知された前記画角と、前記推奨画角とを比較する画角比較ステップと、前記画角比
較ステップにおける比較結果に応じて、前記画角検知ステップにおいて検知される前記画
角を調整する画角調整ステップと、前記方向検知ステップにおいて検知された前記方向と
、前記推奨方向とを比較する方向比較ステップと、前記方向比較ステップにおける比較結
果に応じて、前記撮影ステップにおいて被写体を撮影する際に向いている前記方向の変更
を指示する方向変更指示情報を提示する提示ステップとを含み、前記提示ステップは、前
記位置に対応する前記推奨構図情報が取得されなかった場合、前記推奨構図で前記被写体
が撮影される他の位置を表す情報とともに、前記他の位置への移動を促すメッセージを提
示する。
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【００１４】
　本発明の一側面のプログラムは、被写体の撮影を制御する撮影制御ステップと、自身の
位置を検知する位置検知ステップと、前記撮影ステップにおいて被写体を撮影する際に向
いている方向を検知する方向検知ステップと、前記撮影ステップにおいて撮影される画像
の画角を検知する画角検知ステップと、前記位置検知ステップにおいて検知された前記位
置に基づいて、前記位置において撮影される前記画像の推奨構図を得るための推奨画角お
よび推奨方向を表す推奨構図情報を取得する推奨構図情報取得ステップと、前記画角検知
ステップにおいて検知された前記画角と、前記推奨画角とを比較する画角比較ステップと
、前記画角比較ステップにおける比較結果に応じて、前記画角検知ステップにおいて検知
される前記画角を調整する画角調整ステップと、前記方向検知ステップにおいて検知され
た前記方向と、前記推奨方向とを比較する方向比較ステップと、前記方向比較ステップに
おける比較結果に応じて、前記撮影ステップにおいて被写体を撮影する際に向いている前
記方向の変更を指示する方向変更指示情報を提示するよう制御する提示制御ステップとを
含む処理をコンピュータに実行させ、前記提示ステップは、前記位置に対応する前記推奨
構図情報が取得されなかった場合、前記推奨構図で前記被写体が撮影される他の位置を表
す情報とともに、前記他の位置への移動を促すメッセージを提示する。
【００１５】
　本発明の一側面においては、被写体が撮影され、自身の位置が検知され、被写体を撮影
する際に向いている方向が検知され、撮影される画像の画角が検知され、検知された位置
に基づいて、位置において撮影される画像の推奨構図を得るための推奨画角および推奨方
向を表す推奨構図情報が取得され、検知された画角と、推奨画角とが比較され、比較結果
に応じて、検知される画角が調整され、検知された方向と、推奨方向とが比較され、比較
結果に応じて、被写体を撮影する際に向いている方向の変更を指示する方向変更指示情報
が提示され、位置に対応する推奨構図情報が取得されなかった場合、推奨構図で被写体が
撮影される他の位置を表す情報とともに、他の位置への移動を促すメッセージが提示され
る。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の一側面によれば、より少ないデータ量で、観光地等での撮影ポイントをユーザ
に提示することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態について図を参照して説明する。なお、説明は以下の順序で
行う。
　１．第１の実施の形態
　２．第２の実施の形態
　３．第３の実施の形態
　４．第４の実施の形態
【００１８】
　＜１．第１の実施の形態＞
　［撮影装置とサーバ］
　図１は、本発明の一実施の形態である撮影装置の例を示す図である。
【００１９】
　図１において、撮影装置１１およびサーバ１２は、ネットワーク１３を介して相互に接
続されている。
【００２０】
　図１の撮影装置１１は、ユーザによって撮影が指示されると、その撮影位置に応じた、
最適な構図（著名な風景や建造物の構図）を表す情報を、ネットワーク１３を介して、サ
ーバ１２に要求する。サーバ１２は、撮影位置と、その撮影位置において推奨される構図
（推奨構図）を表す情報（推奨構図情報）とを対応付けたデータベースを備えており、撮
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影装置１１からの要求に応じて、撮影位置に対応した推奨構図情報を送信する。そして、
撮影装置１１は、サーバ１２から送信されてくる推奨構図情報を、ネットワーク１３を介
してサーバ１２から取得する。ネットワーク１３は、例えば、インターネットであり、撮
影装置１１は、例えば、図示せぬ基地局を介して、ネットワーク１３と接続される。なお
、ネットワーク１３に接続される撮影装置１１は、もちろん１つに限らず、複数であって
もよい。
【００２１】
　［撮影装置の機能構成例］
　次に、図２のブロック図を参照して、撮影装置１１の機能構成例について説明する。
【００２２】
　図２の撮影装置１１は、撮影部３１、画像処理部３２、表示制御部３３、表示部３４、
操作入力部３５、画角制御部３６、記録制御部３７、記録部３８、位置検知部３９、画角
検知部４０、方向検知部４１、通信部４２、推奨構図情報取得部４３、画角比較部４４、
および方向比較部４５から構成されている。
【００２３】
　また、撮影装置１１には、必要に応じてドライブ４６が接続される。ドライブ４６には
、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、または半導体メモリなどのリムーバブル
メディア４７が適宜装着される。ドライブ４６は、図示せぬ制御部に制御されて、装着さ
れているリムーバブルメディア４７から読み出されたコンピュータプログラムやデータを
、必要に応じて記録部３８にインストールするか記録させる。
【００２４】
　撮影部３１は、光学レンズ、撮像素子、A/D(Analog/Digital)変換部（いずれも図示せ
ず）を含むように構成される。撮影部３１は、光学レンズに入射された光を、撮像素子が
受光して光電変換することにより被写体を撮像し、得られたアナログの画像信号をA/D変
換する。撮影部３１は、A/D変換の結果得られたデジタルの画像データを画像処理部３２
に供給する。
【００２５】
　画像処理部３２は、撮影部３１からの画像データに対し、ノイズ除去処理等のデジタル
信号処理を施し、表示制御部３３および記録制御部３７に供給する。
【００２６】
　表示制御部３３は、画像処理部３２からの画像データに基づいて、表示部３４への画像
の表示を制御する。また、表示制御部３３は、方向比較部４５からの比較結果に基づいて
、ユーザへの撮影の方向の変更を指示する方向変更指示画像の、表示部３４への表示を制
御する。画角比較部４４からの比較結果については後述する。
【００２７】
　操作入力部３５は、シャッターボタン、電源ボタン、ズームボタン、カーソル指示ボタ
ン、メニューボタン（いずれも図示せず）等、撮影装置１１に設けられる各種のボタンに
対するユーザの操作を検出し、ユーザの操作に対応する信号（操作信号）を、画角制御部
３６や記録制御部３７に供給する。
【００２８】
　画角制御部３６は、操作入力部３５からの操作信号、または、画角比較部４４からの比
較結果に基づいて、撮影部３１における焦点距離を制御することで、画角を調整する。画
角比較部４４からの比較結果については、後述する。
【００２９】
　記録制御部３７は、シャッターボタンに対するユーザの操作に応じた操作入力部３５か
らの操作信号に基づいて、画像処理部３２からの画像データの、記録部３８への記録を制
御する。
【００３０】
　位置検知部３９は、例えば、GPS（Global Positioning Satellite）センサからなり、
測地衛星からの電波を受信して、測定された現在位置を示す位置情報を、通信部４２を介
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して、サーバ１２に送信する。
【００３１】
　画角検知部４０は、撮影部３１における焦点距離と、フレームサイズとから画角を算出
し、画角比較部４４に供給する。
【００３２】
　方向検知部４１は、例えば、電子コンパスと、加速度センサとから構成される。電子コ
ンパスは、ホール素子等の磁気素子により構成され、地磁気を検出して方位を検出するも
のであり、加速度センサは、傾斜（仰角）を検出するものである。したがって、方向検知
部４１は、撮影装置１１が被写体を撮影する際に向いている方位および仰角を検知し、方
向比較部４５に供給する。
【００３３】
　通信部４２は、ネットワークインタフェース等からなり、インターネットなどのネット
ワーク１３を介して外部の装置（サーバ１２）と通信を確立する。
【００３４】
　推奨構図情報取得部４３は、通信部４２を介して、サーバ１２から送信されてくる、撮
影位置に対応した構図を表す推奨構図情報を取得する。推奨構図情報には、撮影位置にお
いて推奨構図が得られる画角を表す推奨画角情報、撮影位置において推奨構図が得られる
方向（方位および仰角）を表す推奨方向情報が少なくとも含まれている。推奨構図情報取
得部４３は、取得した推奨構図情報に含まれる推奨画角情報を画角比較部４４に供給する
とともに、推奨構図情報に含まれる推奨方向情報を方向比較部４５に供給する。
【００３５】
　画角比較部４４は、画角検知部４０からの、現在の画角と、推奨構図情報取得部４３か
らの推奨画角情報で表される推奨画角とを比較し、その比較結果を、画角制御部３６に供
給する。そして、画角制御部３６は、画角比較部４４からの比較結果に基づいて、現在の
画角を調整する。
【００３６】
　方向比較部４５は、方向検知部４１からの、現在の方向（方位および仰角）と、推奨構
図情報取得部４３からの推奨方向情報で表される推奨方向とを比較し、その比較結果を表
示制御部３３に供給する。そして、表示制御部３３は、方向比較部４５からの比較結果に
基づいて、ユーザに、撮影の方向の変更を指示する方向変更指示画像を、表示部３４に表
示させる。
【００３７】
　［サーバの機能構成例］
　次に、図３のブロック図を参照して、サーバ１２の機能構成例について説明する。
【００３８】
　図３のサーバ１２は、通信部６１、検索部６２、推奨構図情報データベース（DB）６３
、およびDB管理部６４から構成される。
【００３９】
　通信部６１は、ネットワークインタフェース等からなり、インターネットなどのネット
ワーク１３を介して外部の装置（撮影装置１１）と通信を確立する。
【００４０】
　検索部６２は、通信部６１を介して、撮影装置１１から送信されてくる、撮影装置１１
の現在位置を示す位置情報に基づいて、その位置情報に対応する推奨構図情報を、推奨構
図情報DB６３から検索し、検索結果（推奨構図情報）を、通信部６１を介して、撮影装置
１１に送信する。
【００４１】
　推奨構図情報DB６３は、DB管理部６４の管理の下、図示せぬ入力部から入力される、撮
影位置を示す位置情報と、その撮影位置における推奨構図情報とを対応付けて記憶する。
【００４２】
　DB管理部６４は、推奨構図情報DB６３のデータ（位置情報、推奨構図情報）を管理し、



(8) JP 5200780 B2 2013.6.5

10

20

30

40

50

図示せぬ入力部からの指示に応じて、データの追加、更新、または削除等を行う。
【００４３】
　［撮影装置の推奨構図提示処理］
　次に、図４のフローチャートを参照して、撮影装置１１の推奨構図提示処理、および、
サーバ１２の推奨構図情報提供処理について説明する。
【００４４】
　ステップＳ１１において、撮影装置１１の位置検知部３９、画角検知部４０、方向検知
部４１はそれぞれ、現在位置、現在の画角、方向（方位および仰角）を検知する。
【００４５】
　ステップＳ１２において、位置検知部３９は、検知した現在位置を示す位置情報を、通
信部４２を介して、サーバ１２に送信し、処理は、ステップＳ３１に進む。なお、このと
き、画角検知部４０は、検知（算出）した画角を画角比較部４４に供給し、方向検知部４
１は、検知した方向を方向比較部４５に供給する。
【００４６】
　ステップＳ３１において、サーバ１２の検索部６２は、撮影装置１１から送信されてく
る、撮影装置１１の現在位置を示す位置情報を受信する。
【００４７】
　ステップＳ３２において、検索部６２は、位置情報に基づいて、その位置情報に対応す
る推奨構図情報を、推奨構図情報DB６３から検索する。
【００４８】
　ここで、図５および図６を参照して、検索部６２の推奨構図情報の検索について説明す
る。
【００４９】
　図５は、撮影装置１１の現在位置と、推奨構図情報DB６３に記憶されている推奨構図情
報との対応を示す概念図である。
【００５０】
　図５の地図において、プロットＰは、撮影装置１１の現在位置を示し、プロットＰを１
つの頂点とする二等辺三角形（丸印の中に数字の１が付されている）は、プロットＰの位
置で撮影装置１１が向いている方位および画角を示している。すなわち、図５の地図にお
いて、上方向を北とした場合、プロットＰに対応する位置の撮影装置１１は、南の方角を
向いていることになる。
【００５１】
　また、図５において、線分r1乃至r7は、推奨構図情報DB６３において、プロットＰが示
す現在位置の近傍の位置の位置情報に対応付けられている推奨構図情報を示している。す
なわち、線分r1乃至r7は、それぞれ推奨構図となる面を示している。
【００５２】
　図５の状態で、検索部６２は、撮影装置１１から受信した位置情報に基づいて、推奨構
図情報を検索したとき、図６に示されるように、線分r6に対応する推奨構図情報が検索さ
れる。すなわち、線分r6で示される構図は、プロットＰが示す現在位置から撮影する構図
としては、最適な構図とされる。なお、このときの画角（推奨画角）および方位（推奨方
位）は、図６において、丸印の中に数字の２が付されている、プロットＰを１つの頂点と
する二等辺三角形で示される。すなわち、プロットＰが示す現在位置における推奨方位は
南西方向であり、また、推奨画角は二等辺三角形の底辺の長さで示される。
【００５３】
　このようにして、検索部６２は、撮影装置１１の位置情報に基づいて、その位置情報に
対応する推奨画角情報を検索する。
【００５４】
　図４のフローチャートに戻り、ステップＳ３３において、検索部６２は、検索した推奨
構図情報を、通信部６１を介して、撮影装置１１に送信する。処理は、ステップＳ１３に
進む。
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【００５５】
　ステップＳ１３において、撮影装置１１の推奨構図情報取得部４３は、サーバ１２から
送信されてくる推奨構図情報を、通信部４２を介して受信（取得）する。推奨構図情報取
得部４３は、取得した推奨構図情報に含まれる推奨画角情報を画角比較部４４に供給する
とともに、推奨構図情報に含まれる推奨方向情報を方向比較部４５に供給する。
【００５６】
　ステップＳ１４において、画角比較部４４は、画角検知部４０からの、現在の画角と、
推奨構図情報取得部４３からの推奨画角情報で示される推奨画角とを比較し、その比較結
果を、画角制御部３６に供給する。
【００５７】
　ステップＳ１５において、画角制御部３６は、画角比較部４４からの比較結果に基づい
て、現在の画角と推奨画角との差がより小さくなるように、撮影部３１における焦点距離
を制御することで、現在の画角を調整する。
【００５８】
　ステップＳ１６において、方向比較部４５は、方向検知部４１からの、現在の方向（方
位および仰角）と、推奨構図情報取得部４３からの推奨方向情報で示される推奨方向とを
比較し、その比較結果を表示制御部３３に供給する。
【００５９】
　ここで、図７を参照して、現在の方向と推奨方向情報で示される推奨方向との比較につ
いて説明する。
【００６０】
　図７において、x1y1z1座標系に対応する構図を現在の構図とし、x2y2z2座標系に対応す
る構図を推奨構図とする。なお、図７において、x1y1z1座標の原点と、x2y2z2座標の原点
とが離れて表記されているが、実際には、同一点上にあることとする。
【００６１】
　このとき、方向比較部４５は、x1y1z1座標からx2y2z2座標への回転量を算出し、その回
転量を、現在の方向と推奨方向との比較結果として、表示制御部３３に供給する。すなわ
ち、推奨構図を撮影するための方向と、今現在の方向とのずれが、回転量として算出され
る。
【００６２】
　図４のフローチャートに戻り、ステップＳ１７において、表示制御部３３は、現在の構
図の画像とともに、方向比較部４５からの比較結果に基づいて、x1y1z1座標からx2y2z2座
標への回転量が小さくなるように、ユーザに、撮影の方向の変更を指示する方向変更指示
画像を、表示部３４に表示させる。
【００６３】
　例えば、表示制御部３３は、図８に示されるように、表示部３４の右端に方向変更指示
画像としての矢印８１を表示（提示）させる。
【００６４】
　なお、図４のフローチャートの処理は、ステップＳ１６において、現在の方向と推奨方
向との比較結果（回転量）が０になるまで繰り返し実行される。すなわち、ユーザによっ
て、図８に示される矢印８１が確認され、矢印８１が示す方向に撮影装置１１の方向が変
更されることが繰り返される。そして、現在の方向と推奨方向との比較結果（回転量）が
０になったとき、表示部３４には、矢印８１は表示されなくなり、図９に示される、推奨
構図が表示される。
【００６５】
　また、ユーザに、撮影の方向の変更を指示する手段として、図８に示される方向変更指
示画像としての矢印８１ではなく、例えば、図示せぬ音声出力部から出力される音声（方
向変更指示音声）によって、撮影の方向の変更を指示するようにしてもよい。
【００６６】
　以上の処理によれば、現在の構図と比較するための推奨構図画像を取得したり、推奨構
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図画像を予め記憶する必要なく、サーバ１２から、現在位置に応じた推奨構図情報を取得
するだけなので、より少ないデータ量で、観光地等での撮影ポイントをユーザに提示する
ことが可能となる。
【００６７】
　この結果、撮影中、容量の大きいデータをダウンロードする必要がなく、また、メモリ
容量を圧迫することを防ぐことができる。
【００６８】
　以上においては、図９で示される構図を推奨構図としたが、図１０に示されるように、
撮影装置１１の方向が推奨方向となったときの構図において、推奨構図を示す枠１０１を
表示するようにしてもよい。この場合、推奨構図情報取得部４３は、推奨画角情報から表
示部３４に表示される枠１０１の大きさと位置を算出し、その算出結果を表示制御部３３
に供給する。表示制御部３３は、推奨構図情報取得部４３からの算出結果に基づいて、表
示部３４に枠１０１を表示させる。
【００６９】
　なお、図１０においては、画角制御部３６は、画角比較部４４による現在の画角と推奨
画角との比較結果を用いずに、ユーザの操作による操作入力部３５からの操作信号に基づ
いて、枠１０１に合わせて画角を調整することで、推奨構図が表示されるようになる。
【００７０】
　また、例えば、記録制御部３７が、図１０に示される枠１０１の内側の画像のみを切出
し、記録部３８に記録させるようにしてもよい。
【００７１】
　ところで、以上においては、サーバ１２は、撮影装置１１の現在位置に対応する推奨構
図情報を、必ず検索できることを前提として説明してきた。しかしながら、例えば、図１
１に示されるように、プロットＰの位置では、線分r6'で示される構図が、撮影装置１１
に対して正面とならないことがある。すなわち、撮影装置１１の現在位置に対応する推奨
構図情報が検索されなかった場合、サーバ１２の検索部６２は、撮影装置１１の現在位置
に最も近い位置に対応する位置情報を検索し、通信部６１を介して、撮影装置１１に送信
するようにしてもよい。図１１において、検索される位置情報は、プロットＰ’で示され
、その位置情報に対応する推奨画角および推奨方向は、丸印の中に数字の３が付された二
等辺三角形（破線）で示されている。また、このとき、撮影装置１１は、サーバ１２から
の位置情報に基づいて、その位置を表す表示（緯度および経度、地図情報等）とともに、
ユーザに移動を促すメッセージを、表示部３４に表示させる。
【００７２】
　これにより、観光地等での撮影ポイントから離れた位置にいたとしても、その撮影ポイ
ントをユーザに提示することが可能となる。
【００７３】
　以上においては、撮影装置１１の現在位置に応じた推奨構図を表示する構成について説
明してきたが、さらに、推奨構図において、その構図に含まれる被写体の名称を表示させ
るようにしてもよい。
【００７４】
　＜２．第２の実施の形態＞
　［撮影装置の構成例］
　図１２は、推奨構図において、その構図に含まれる被写体の名称を表示させるようにし
た撮影装置の構成例を示している。なお、図１２の撮影装置１１１において、図２の撮影
装置１１に設けられたものと同様の機能を備える構成については、同一名称および同一符
号を付するものとし、その説明は、適宜省略するものとする。
【００７５】
　すなわち、図１２の撮影装置１１１において、図２の撮影装置１１と異なるのは、推奨
構図情報取得部４３、方向比較部４５、および表示制御部３３に代えて、推奨構図情報取
得部１３１、方向比較部１３２、および表示制御部１３３を設けた点である。
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【００７６】
　なお、本実施の形態においては、推奨構図情報には、上述した推奨画角情報および推奨
方向情報に加えて、推奨構図に含まれる被写体（著名な風景や建造物）の名称を示す名称
情報が含まれていることとする。
【００７７】
　推奨構図情報取得部１３１は、基本的には、図２の推奨構図情報取得部４３と同一の機
能を備える他、取得した推奨構図情報に含まれる名称情報を方向比較部１３２に供給する
。
【００７８】
　方向比較部１３２は、基本的には、図２の方向比較部４５と同一の機能を備える他、名
称情報記憶部１３２ａを備えている。名称情報記憶部１３２ａは、推奨構図情報取得部１
３１からの名称情報を記憶する。また、方向比較部１３２は、方向検知部４１から供給さ
れる現在の方向が、推奨方向情報で示される推奨方向に近づいてきたとき、名称情報記憶
部１３２ａの名称情報を、推奨方向情報とともに、表示制御部１３３に供給する。
【００７９】
　表示制御部１３３は、基本的には、図２の表示制御部３３と同一の機能を備える他、推
奨構図に含まれる被写体（の一部）が、現在の構図の画像上に表示されているとき、方向
比較部１３２からの推奨方向情報および名称情報に基づいて、推奨構図に含まれる被写体
の名称を、現在の構図の画像上に表示するように表示部３４を制御する。
【００８０】
　［撮影装置の推奨構図提示処理］
　次に、図１３のフローチャートを参照して、図１２の撮影装置１１１の推奨構図提示処
理について説明する。なお、図１３のフローチャートにおけるステップＳ１１１乃至Ｓ１
１５，Ｓ１３１乃至Ｓ１３３の処理は、図４のフローチャートを参照して説明したステッ
プＳ１１乃至Ｓ１５，Ｓ３１乃至Ｓ３３の処理と同様であるので、その説明は省略するも
のとする。
【００８１】
　なお、ステップＳ１１３において、撮影装置１１１の推奨構図情報取得部１３１は、サ
ーバ１２から取得した推奨構図情報に含まれる推奨画角情報を画角比較部４４に供給し、
推奨方向情報を方向比較部４５に供給する他、名称情報を方向比較部１３２に供給する。
【００８２】
　ステップＳ１１６において、方向比較部１３２は、方向検知部４１からの、現在の方向
と、推奨構図情報取得部４３からの推奨方向情報で示される推奨方向とを比較し、その比
較結果を表示制御部３３に供給する。また、方向比較部１３２は、方向検知部４１から供
給される現在の方向が、推奨方向情報で示される推奨方向に近づいてきたとき（例えば、
図７で説明した回転量が所定の値より小さくなったとき）、名称情報記憶部１３２ａの名
称情報を、推奨方向情報とともに表示制御部１３３に供給する。
【００８３】
　ステップＳ１１７において、表示制御部１３３は、現在の構図の画像とともに、方向比
較部１３２からの比較結果に基づいて、x1y1z1座標からx2y2z2座標への回転量（図７）が
小さくなるように、方向変更指示画像を、表示部３４に表示させる。
【００８４】
　また、表示制御部１３３は、方向比較部１３２から推奨方向情報および名称情報が供給
されたとき、ステップＳ１１８において、推奨方向情報および名称情報に基づいて、推奨
構図に含まれる被写体の名称を、例えば、図１４に示されるように、現在の構図の画像上
において推奨方向にある被写体に対応する位置に表示するように、表示部３４を制御する
。
【００８５】
　すなわち、図１４の表示部３４においては、図９で説明した推奨構図に加えて、被写体
としての山の名称を示す「○○山」、および、被写体としての湖の名称を示す「××湖」
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が表示されている。図１４の例においては、被写体の名称を表示させるものとしたが、さ
らに、地名を表示させるようにしてもよい。
【００８６】
　以上の処理によれば、推奨構図情報に含まれる名称情報に基づいて、被写体の名称を表
示するようにできるので、より少ないデータ量で、観光地等での撮影ポイントをユーザに
よりわかり易く提示することが可能となる。また、被写体を認識しながら撮影することが
できる。
【００８７】
　なお、上述した説明においては、推奨構図内の被写体の名称のみを表示させることとし
たが、これに限らず、現在位置の位置情報と現在の方向とに基づいて、現在の構図内の被
写体の名称を全て表示させるようにしてもよい。
【００８８】
　以上においては、推奨構図が表示された後に、ユーザが撮影の指示をすることで、所望
の構図の画像を記録することができる構成としたが、推奨構図が表示されたときに、その
構図の画像を自動的に撮影（記録）するようにすることもできる。
【００８９】
　＜３．第３の実施の形態＞
　［撮影装置の構成例］
　図１５は、推奨構図が表示されたときに、その構図の画像を自動的に撮影（記録）する
ようにした撮影装置の構成例を示している。なお、図１５の撮影装置２１１において、図
２の撮影装置１１に設けられたものと同様の機能を備える構成については、同一名称およ
び同一符号を付するものとし、その説明は、適宜省略するものとする。
【００９０】
　すなわち、図１５の撮影装置２１１において、図２の撮影装置１１と異なるのは、構図
判定部２３１を新たに設け、記録制御部３７に代えて、記録制御部２３２を設けた点であ
る。
【００９１】
　構図判定部２３１は、画角比較部４４からの現在の画角と推奨画角との比較結果、およ
び、方向比較部４５からの現在の方向と推奨方向との比較結果に基づいて、現在の構図が
推奨構図になったか否かを判定する。構図判定部２３１は、現在の構図が推奨構図になっ
たと判定した場合、記録制御部２３２に、画像処理部３２からの画像データの記録を指示
する指示信号を供給する。
【００９２】
　記録制御部２３２は、構図判定部２３１からの指示信号に基づいて、画像処理部３２か
らの画像データの、記録部３８への記録を制御する。
【００９３】
　［撮影装置の推奨構図提示処理］
　次に、図１６のフローチャートを参照して、図１５の撮影装置２１１の推奨構図提示処
理について説明する。なお、図１６のフローチャートにおけるステップＳ２１１乃至Ｓ２
１７，Ｓ２３１乃至Ｓ２３３の処理は、図４のフローチャートを参照して説明したステッ
プＳ１１乃至Ｓ１７，Ｓ３１乃至Ｓ３３の処理と同様であるので、その説明は省略するも
のとする。
【００９４】
　すなわち、ステップＳ２１８において、構図判定部２３１は、画角比較部４４からの現
在の画角と推奨画角との比較結果、および、方向比較部４５からの現在の方向と推奨方向
との比較結果に基づいて、現在の構図が推奨構図になったか否かを判定する。すなわち、
構図判定部２３１は、現在の画角と推奨画角との差が０になり、かつ、現在の方向と推奨
方向との比較結果である座標の回転量が０であるか否かを判定する。
【００９５】
　ステップＳ２１８において、現在の構図が推奨構図になっていないと判定された場合、
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処理は、ステップＳ２１４に戻り、現在の構図が推奨構図になるまで、ステップＳ２１４
乃至Ｓ２１８の処理が繰り返される。
【００９６】
　一方、ステップＳ２１８において、現在の構図が推奨構図になったと判定された場合、
構図判定部２３１は、記録制御部２３２に、画像処理部３２からの画像データの記録を指
示する指示信号を供給し、処理は、ステップＳ２１９に進む。
【００９７】
　ステップＳ２１９において、記録制御部２３２は、構図判定部２３１からの指示信号に
基づいて、画像処理部３２からの画像データの、記録部３８への記録を制御する。
【００９８】
　以上の処理によれば、現在の構図が推奨構図であるかを判定し、その構図が推奨構図で
あるとき、そのときの構図の画像を自動的に撮影（記録）するようにしたので、撮影ポイ
ントでの撮影を確実に行うことが可能となる。
【００９９】
　以上においては、撮影装置が、外部のサーバからネットワークを介して推奨構図情報を
取得する構成について説明してきたが、撮影装置のメモリ容量に余裕がある場合、撮影装
置内部に推奨構図情報を記憶し、取得するようにすることもできる。
【０１００】
　＜４．第４の実施の形態＞
　［撮影装置の構成例］
　図１７は、撮影装置内部に推奨構図情報を記憶し、取得するようにした撮影装置の構成
例を示している。なお、図１７の撮影装置３１１において、図２の撮影装置１１に設けら
れたものと同様の機能を備える構成については、同一名称および同一符号を付するものと
し、その説明は、適宜省略するものとする。
【０１０１】
　すなわち、図１７の撮影装置３１１において、図２の撮影装置１１と異なるのは、通信
部４２を削除し、推奨構図情報取得部４３に代えて、推奨構図情報取得部３３１を設け、
推奨構図情報DB３３２およびDB管理部３３３を新たに設けた点である。
【０１０２】
　すなわち、推奨構図情報取得部３３１は、位置検知部３９からの、撮影装置３１１の現
在位置を示す位置情報に基づいて、その位置情報に対応する推奨構図情報を、推奨構図情
報DB３３２から検索し、取得する。推奨構図情報取得部３３１は、取得した推奨構図情報
に含まれる推奨画角情報を画角比較部４４に供給するとともに、推奨構図情報に含まれる
推奨方向情報を方向比較部４５に供給する。
【０１０３】
　推奨構図情報DB３３２は、DB管理部３３３の管理の下、操作入力部３５から入力される
、撮影位置を示す位置情報と、その撮影位置における推奨構図情報とを対応付けて記憶す
る。
【０１０４】
　DB管理部３３３は、推奨構図情報DB３３２のデータ（位置情報、推奨構図情報）を管理
し、操作入力部３５からの指示に応じて、データの追加、更新、または削除等を行う。
【０１０５】
　［撮影装置の推奨構図提示処理］
　次に、図１８のフローチャートを参照して、図１７の撮影装置３１１の推奨構図提示処
理について説明する。なお、図１８のフローチャートにおけるステップＳ３１１，Ｓ３１
３乃至Ｓ３１６の処理は、図４のフローチャートを参照して説明したステップＳ１１，Ｓ
１４乃至Ｓ１７の処理と同様であるので、その説明は省略するものとする。
【０１０６】
　すなわち、ステップＳ３１２において、推奨構図情報取得部３３１は、位置検知部３９
からの、撮影装置３１１の現在位置を示す位置情報に基づいて、その位置情報に対応する
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推奨構図情報を、推奨構図情報DB３３２から検索し、取得する。推奨構図情報取得部３３
１は、取得した推奨構図情報に含まれる推奨画角情報を画角比較部４４に供給するととも
に、推奨構図情報に含まれる推奨方向情報を方向比較部４５に供給する。
【０１０７】
　以上の処理によれば、撮影装置内部のメモリから、現在位置に応じた推奨構図情報を取
得するだけなので、より少ないデータ量で、観光地等での撮影ポイントをユーザに提示す
ることが可能となる。また、撮影装置が、外部のサーバ等と通信できない環境下でも、観
光地等での撮影ポイントをユーザに提示すること
【０１０８】
　上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行することもできるし、ソフトウェアに
より実行することもできる。一連の処理をソフトウェアにより実行する場合には、そのソ
フトウェアを構成するプログラムが、専用のハードウェアに組み込まれているコンピュー
タ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行することが
可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータ等に、プログラム記録媒体からインストー
ルされる。
【０１０９】
　コンピュータにインストールされ、コンピュータによって実行可能な状態とされるプロ
グラムを格納するプログラム記録媒体は、図２に示すように、磁気ディスク（フレキシブ
ルディスクを含む）、光ディスク（CD-ROM(Compact Disc-Read Only Memory)、DVD(Digit
al Versatile Disc)を含む）、光磁気ディスクを含む）、もしくは半導体メモリなどより
なるパッケージメディアであるリムーバブルメディア４７、または、プログラムが一時的
もしくは永続的に格納されるROM（図示せず）や、記録部３８を構成するハードディスク
などにより構成される。プログラム記憶媒体へのプログラムの格納は、必要に応じてルー
タ、モデムなどのインターフェースである通信部４２を介して、ネットワーク１３、ロー
カルエリアネットワーク、インターネット、デジタル衛生放送といった、有線または無線
の通信媒体を利用して行われる。
【０１１０】
　なお、コンピュータが実行するプログラムは、本明細書で説明する順序に沿って時系列
に処理が行われるプログラムであっても良いし、並列に、あるいは呼び出しが行われたと
き等の必要なタイミングで処理が行われるプログラムであっても良い。
【０１１１】
　また、本発明の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明
の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１１２】
【図１】本発明の一実施の形態である撮影装置の例を示す図である。
【図２】撮影装置の機能構成例を示すブロック図である。
【図３】サーバの機能構成例を示すブロック図である。
【図４】撮影装置の推奨構図提示処理およびサーバの推奨構図情報提供処理について説明
するフローチャートである。
【図５】推奨構図情報の検索について説明する図である。
【図６】推奨構図情報の検索について説明する図である。
【図７】現在の方向と推奨方向との比較について説明する図である。
【図８】方向変更指示画像の例を示す図である。
【図９】推奨構図の表示の例を示す図である。
【図１０】推奨構図の表示の他の例を示す図である。
【図１１】推奨構図情報の検索について説明する図である。
【図１２】撮影装置の他の機能構成例を示すブロック図である。
【図１３】図１２の撮影装置の推奨構図提示処理について説明するブロック図である。
【図１４】被写体の名称の表示の例を示す図である。
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【図１５】撮影装置のさらに他の機能構成例を示すブロック図である。
【図１６】図１５の撮影装置の推奨構図提示処理について説明するフローチャートである
。
【図１７】撮影装置のさらに他の機能構成例を示すブロック図である。
【図１８】図１７の撮影装置の推奨構図提示処理について説明するフローチャートである
。
【符号の説明】
【０１１３】
　１１　撮影装置，　１２　サーバ，　３１　撮影部，　３３　表示制御部，　３４　表
示部，　３５　操作入力部，　３６　画角制御部，　３７　記録制御部，　３８　記録部
，　３９　位置検知部，　４０　画角検知部，　４１　方向検知部，　４２　通信部，　
４３　推奨構図情報取得部，　４４　画角比較部，　４５　方向比較部，　６１　通信部
，　６２　検索部，　６３　推奨構図情報DB，　６４　DB管理部，　１１１　撮影装置，
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